
2019．5. 25

NO.154

清水東公民館だより

●発行 清水東公民館 福井市三留町14-11-1 TEL(0776）98-4510 ●ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sihiga-k@mx4.fctv.ne.jp

●総人口 1,821人 ●男性 871人 ●女性 966人 ●世帯数 513世帯 （5月１日現在）

◆前年比 －38人 -22人 －16人 －37世帯 （2018.5.１時点）

【タンポポ】
5月のこいのぼりウォークの時期には、小羽ラブリバーでは、色とりどりの野草が花

を咲かせています。その中でも黄色の花がたくさん見受けられました。その花は、一
見、形はタンポポのようですが、教科書などで見るものより、背がすらりと高く、一
本の茎からいくつもの花を咲かせています。自然観察の先生に聞くと、「ブタナ」と
いう外来種だそうです。近年見かけるタンポポは、西洋タンポポが、ほとんどで、春
から秋にかけて咲き続け、花の付け根の総苞片（そうほうへん）が下に下がっている
のが特徴です。一方、日本タンポポは、春先から、4月下旬～５月初旬で花は終わり、
総苞片がキュっと閉じています。なかなか目にすることができない日本タンポポです
が、越前市の坂口地区で保全活動が行われており、４月になると田んぼの畔が日本古
来のタンポポで埋め尽くされるそうです。
日々の忙しさで視野が狭くなりがちですが、当たり前にある身近な植物などに目を

向けてみると、新らたな発見があり、ほんのちょっと心のゆとりになります。



清水東地区の木・花

清水東地区内で見られる春の主な花

【フジ】（自生）
古来より日本に自生しています。薄い紫色の花を咲かせ、藤色の色名はこれに由来します。
里山などでは普通に見られ、新緑の木々の中に藤色の花が目立ちます。強い日光を好むた
め木陰を作るためによく藤棚が設置されます。

【たにうつき】（自生）
古来より日本に自生しています。ピンク色
の花を咲かせます。里山や山地の谷沿い
や斜面に多く見られ、新緑の中で咲くピン
クの花はひときわ映えて見えます。幹の中
が空なので空木と書いてうつきと読みます。

【しゃが】（帰化）
中国原産。白っぽい紫の花を咲か
せます。里山などのやや湿った場
所に群生します。かなり古くに日本
に入ってきた植物です。

【イモカタバミ】（帰化）
南アメリカ原産。紫桃色の
花を咲かせます。びっしりと
集まった状態で庭の花壇な
どでよく見られます。近縁種
としてムラサキカタバミがあ
ります。

【うまのあしがた】
（帰化）
帰化植物に分類している資
料が多いですが原産地は
不詳。キラキラ光る黄色の
花を咲かせます。毒があり
ます。

里山

里地

【にがな】（自生）
古来より日本に自生しています。
菊に似た黄色の花を咲かせます。
道端や田畑に普通に見られます。

【コメツブツメグサ】（帰化）
ヨーロッパから西アジア原産。非常に
小さい黄色い花を咲かせます。大き
な雑草が生えていない道端や河原
などに群生します。

清水東のシンボルとなる木・花 まだまだ募集中です！
※ 詳しくは清水東公民館にお問合せください。
※ この記事で紹介した木・花は、シンボルとして募集を強制するものではありません。

※ 記事に掲載した花は、Teamぶらひがし独自の主観に

基づき主なものを取り上げていることをご承知ください。

※ 他にも身近な花はたくさんあります。

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

※２色刷のため写真が鮮明ではありません。ご容赦ください。（ホームページ版はカラーです。）

4月・5月 公民館事業 報告

清水東公民館 ふるさと環境部

ご紹介します。

参加者:３1名

４/7（日）コースは、小学校裏の杉谷の林道口から案内看板を辿り、カタクリ群

生地を通って竹生池まで行き、来た道を戻りました。自然観察も含めて、約２

時間のコースです。今年は、雪が少なく、３月に入り暖かい日が多かったため、

ウォーク当日はカタクリの花はピークを終えており、カタクリの花に蜜を求めて

やってくるギフチョウの姿は残念ながら、見かけられませんでしたが、年々カタ

クリの花は範囲を広げて咲いています。来年がまた楽しみですね。



清水東地区子ども会育成会

清水公民館こども未来部

清水東公民館ふるさと環境部/清水東放課後子ども教室平成30年度 不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会

清水東支部実践活動収支決算報告

【収入】 【支出】

3、すすんでくふうをこらし清潔で美しいまちをつくりましょう ふるさとを　今よりもっと　美しく

4、すすんできまりを守り安全で住みよいまちをつくりましょう たかめよう　交通マナーと　防災意識

5、すすんで教育を重んじ清新な文化のまちをつくりましょう ふくいの魅力　学んで知って　広めよう

収入　64,598 円　-　支出　59,707 円　＝　残額　4,891 円  （次年度繰越金）

◆◆◆　不死鳥のねがい（福井市市民憲章）　◆◆◆

わたくしたちは　不死鳥福井の市民であることに誇りと責任を感じ郷土の繁栄と幸福をきずくため　力を合わせ不屈の気概
をもってこのねがいをつらぬきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実践目標　平成31年4月～令和4年3月）

1、すすんで親切をつくし愛情ゆたかなまちをつくりましょう あいさつで　ふれあうよろこび　深める絆

2、すすんで健康にこころがけ明朗で活気あるまちをつくりましょう スポーツで　広がれつながれ　元気の輪

合　計 64,598 合　計 59,707

　消耗品費 410 三留誌

■文化教養部門

　報償費 10,000  花壇講習会講師謝金

23,100  花壇ｺﾝｸｰﾙ（賞状等）

　前年度繰越金 8,548 13,904  花壇講習会材料等

　市民協力金 25,050  ＠50円×501世帯　消耗品 12,293  国体花いっぱい運動

　市補助金 31,000  支部実践活動費 ■郷土美化部門

項　　目 決　算 備　考 項　　目 決　算 備　考

【収入】 【支出】

４/28（日）４名の有志の方々による指導の下、子ど

も会育成会・子ども未来部の委員さんのご協力で

こいのぼりをたてました。志津川の春の風物詩とな

り、子供連れで遊びに来られる方や、車を止めて

写真を撮る姿も見受けられるようになりました。今

回は、昨年度完成した、おばやま自然公園「きらら

の森」にもこいのぼりポールが設置されたため、同

時期にこちらへもこいのぼりを揚げ、一層小羽地区

周辺が賑やかになりました。ご協力頂きました皆様

に心からお礼申し上げます。

清水東地区子ども会育成会

清水東子育て支援委員会

清水公民館こども未来部

5/12（日）昨年度は雨に見舞われ中止となりました
が、今年は天候に恵まれ、沢山の参加がありまし
た。公民館に集合し、こいのぼりが立つ小羽のラブ
リバーまでウォーキングをして、河川敷で写生を行
い、色づけは草花で色づけしました。出来上がっ
た作品は当日に表彰を行い、公民館に6月中旬ま
で展示しております。



○ … 休館日

□ … 公民館講座

● … 団体＆自主グループ

1

★小学校資源回収

（8：00～）

●コカリナ
（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
　　　　　（13：30～）

2 3 4 5 6 7 8
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （14：30～） (15:00～) （9：00～） ●コカリナ

●イーストプレジデント （9：30～）

（19：00～）

●民謡さくら会

●図書サークル
（19：30～）

9 10 11 12 13 14 15
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ●コカリナ

（10：30～） （14：30～） （15：00～） （9：00～） （9：30～）

●民謡さくら会 ●清水フォトクラブ ●絵手紙ほととぎす
（19：00～） (19:00～) （13：30～）

●さわやか体操 ●大正琴

16 17 18 19 20 21 22
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

（10：30～） （14：30～） （15：00～） (9:30～） ●コカリナ

●すげ笠カンポの会 （9：30～）

（19：00～） （9：00～）

●民謡さくら会 ●もくせい読書会

（13：00～）

●図書サークル
（19：30～）

23 24 25 26 27 28 29
休館日 ●リフレッシュヨガ ☆行政相談日 ●大正琴 ●コカリナ

（8：00～） （10：30～） （13：00～） （13：00～） (19:30～) （9：30～）

●民謡さくら会 ●放課後子ども教室 ●バレトン
（14：30～） （15：00～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操
（19：00～） □第１回清水東健康

　　サイクリング
　　　　　（9:30～）

休館日

□防災訓練

ちびっこ広場

土金

（19：30～）

●きんもくせい

☆行政文書配布日

●イーストプレジデント

（19：30～）

（19：30～）

（19：30～）

●きんもくせい
（14：00～）

●囲碁クラブ

●イーストプレジデント

（19：30～）

●エコクラフトクラブ

●囲碁クラブ

（19：30～）

☆行政文書配布日

火 水 木

●イーストプレジデント

（14：00～）

日 月

30（日）


